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知って得するテニスルール基本問題(解説編) 

（  ）に正しければ○、誤りであれば×を入れてください。 

１（○） シングルス・スティックの中心がシングルスコートのサイドラインの外側から９１．４ｃｍの位置に 

立てる。 

規則１ コート（Ｐ８）  

シングルス・スティックの９１．４ｃｍのしるしをサイドラインの外側にあわせ、そのまま立ち上げるのは正しくな

い。シングルス・スティックの中心から９１．４ｃｍでなければいけない。 

       

また、２本のシンングルススティックはネットを挟んで対象になるようにたてる。（ルールブックには書かれて

いないですが、世界的に標準となっています。） 

 

２（○） レシーバーはコートの外側に立ってもよい。 

規則８ サーバーとレシーバー（Ｐ１３） ケース１ 

ネットからレシーバー側なら、コート内外のどこに立ってもよい 

 

３（○） プレー中、ラケットのストリングが切れ、そのポイントが終わったが、替えのラケットがないので 

 切れたままのラケットでプレーを続けた。 

規則４ ラケット（Ｐ１１） ケース４ 

 

４（○） トスをしてサービス、エンドの選択を終えた後、試合を始めるまでに雨が降り出し中断された。 

 その後、再開された時に改めてサービス、エンドの選択をやり直した。 

規則９ エンドとサービスの選択（Ｐ１３） ケース１ 

コートを離れるような長時間の中断の場合には、再開時にトスの勝者はトスの選択をやり直せる。 

ただし、コート内に留まっているような短い時間の場合にはやり直せない。 

 

５（○） サービスとはサーバーがモーションを起こしたときに始まり、ボールがラケットに触れたとき、 

 または空振りしたときまでのことを言う。 

規則１６ サービス（Ｐ１５） 

 

６（×） サービスのトスを、サーブを打つのをやめて手でつかんだ。 またはそのトスを空振りした。 

 両方ともフォールトである。 

規則１６ サービス（Ｐ１５） 

サーブを打つ意思が無い場合には手でつかんだり、ラケットで止めたりしてもフォールトにはならない。 

空振りはフォールト。 
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７（×） ダブルスでサーバーが打ったファーストサーブが、そのパートナーに当たってしまったので、 

 失点となった。 

規則１９ サービス・フォールト（Ｐ１６） 

サーブされたボールが、サーバー自身もしくはパートナーに当たってしまったときはフォールト。 

 

８（×） プレーヤーが順序を誤ってサービスをした場合、その間違いが発見され次第順序を正さなければ 

 ならないので、それまでのポイントは無効となる。 

規則２７ 誤りの訂正（Ｐ２１） 

誤りが発見されたときは、誤りに気づくまでに行われたポイントは、原則としてすべて有効とする。 

誤ったときの対応方法は表１）を参照 

 

９（×） シングルスの試合でサーバーがシングルラインとダブルスラインの真ん中からサーブした。 

規則１６ サービス（Ｐ１５） ＋ 規則１８ フットフォールト（Ｐ１６） ケース１） 

   

 

１０（○） プレー中のボールが２回バウンドする前にネットを越して相手コートに返球できなかった 

 プレーヤーは失点する。２回以上バウンドさせて打ち、そのボールがネットを越えたときの 

 コールはノットアップである。 

規則２４ プレーヤーの失点（Ｐ１８） ｂ） 

チェアアンパイアのやり方（Ｐ１７４） ９） 

 

１１（○） プレー中のボールが手に持っているラケットを除き、プレーヤーまたはその着衣、持ち物に 

 当たったら失点する。 審判のコールは「タッチ」である。 

規則２４ プレーヤーの失点（Ｐ１８） ｉ） 

チェアアンパイアのやり方（Ｐ１７４） ８） 

 

１２（○） プレー中、かぶっていた帽子が風で飛び、相手側のコート内に落ちたので失点した。 

規則２４ プレーヤーの失点（Ｐ１８） ｇ） 

インプレー中はいつでも、プレーヤー、プレーヤーのラケット、着衣、持ち物のいずれかが、 

ネット、ネットポストまたはシングルス・スティック、コード、ストラップ、バンドまたは相手コートに触れると失点

する 

 

１３（○） サービスはサイドラインの仮想延長戦は踏んでも良いがセンターマークの仮想延長戦は 

踏んではいけない。 

問題９ 参照 
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１４（×） プレー中、シューズが脱げてしまったので、レットをかけた。 

シューズが脱げてしまってもレットにはなりません。シューズが脱げてしまったのは自分の不注意なのだから

それで救済されない。 

脱げてしまったシューズにボールが当たると失点する。（体から離れたラケットにボールが当たった場合と同

じ  問題１８参照） 

 

１５（Ｘ） ボールチェンジの際誤って反対のプレーヤーに新しいボールが渡ってしまったのでそのまま 

 ゲームを終了させ、間違った順番のまま続ける。 

規則２７ 誤りの訂正 ｉ） 

誤りに気づいてもゲーム中にボールを換えず、本来新しいボールでサーブする順番のプレーヤーが、次に

サーブするゲームのときに新しいボールに換える。 

 

１６（○） 第２サービスにアンパイアがフォールトとコールした。 すぐに双方のプレーヤーがグッドに訂正した。 

 これはサーバーのポイントになる。 

試合で起こるＱ＆Ａ Ｑ１９）（Ｐ４３） 

プレーヤーがアンパイアのコールより不利になることを認めた場合には、プレーヤーの判断を優先する。 

そのボールがエースのときはポイントを譲り、それ以外はポイントをやり直す。 

 

１７（○） プレー中、着衣や持ち物を地面に落としたことに誰もが気がつかず、そのままポイントが終了した 

 場合、そのポイントは成立し、着衣や持ち物を落とした事実はなかったことになる。 

 

１８（×） ボールを打つ前に、プレーヤーが完全に手からラケットを離したが、そのラケットにボールが当たり、 

 正しいコートに入りエースとなったので、そのプレーヤーの得点になる。 

規則２４ プレーヤーの失点（Ｐ１８） ｊ） 

プレーヤーの手から離れたラケットにボールがあたった場合は失点する（プレーヤーの意思とは無関係な

跳ね返りとなり相手に不利となるため） 

 

１９（×） Ａのカットしたボールが、ネットを越えＢ側のコートに弾みＡ側のコートにはね返ってきた。 この 

ボールをＢはネットを越えて打ったが、ラケットをＡ側のコート内に落としてしまった。Ａの失点である。 

規則２５ 有効返球（Ｐ２０） ｂ） ＋ 規則２４ プレーヤーの失点（Ｐ１８） ｇ） 

「・・・このボールをＢはネットを越えて打った」までは規則２５でＯＫ。ただし 「ラケットをＡ側のコート内に落

としてしまった。」のは規則２４に該当し、Ｂの失点となる。 

 

２０（×） サーブされたボールがネットにあたり相手側のコートにバウンドする前にレシーバーまたは 

 レシーバーのパートナーに当たったのでサーバーの得点である。 

規則２２ サービスのレット（Ｐ１７） ａ） 

サーブされたボールがネットにあたった時点でインプレーではなくなるので、当たってもレットになるだけで

ある。 フォールトの位置にいて当たってもレットである。 
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２１（×） タイブレークでサーブの順序を誤った場合、タイブレークが終わるまで入れ替わったままで続ける。 

規則２７ 誤りの訂正（Ｐ２２） ｄ） 

偶数ポイントが終わったあと気づいたとき⇒ただちに正しい順番に戻す 

奇数ポイントが終わったあと気づいたとき⇒いれかわったまま 

相手とサーブの順序を間違えていたとき⇒１ｓｔサーブのフォールトは引き継がない 

パートナーとサーブの順序を間違えていたとき⇒１ｓｔサーブのフォールトは引き継ぐ 

   表１）参照 

 

２２（○） タイブレークゲームの第１ポイントのサーバーは次のセットの第１ゲームのレシーバーとなる。 

規則５ ゲーム中のスコア（Ｐ１２） ｂ） 

 

２３（×） タイブレーク６－０でエンド交代をし７－０でそのセットを終了した。エンドの交代をしたばかりなので 

 次のセットはそのままのエンドで始める。 

規則１０ エンドの交代（Ｐ１４） 

タイブレークゲームは１ゲームと考えるため、タイブレークが終了したときは１３ゲームと奇数ゲームとなるた

めエンドを交代して次のセットを開始する。（プレーしたポイント数は関係ない） 

 

２４（○） タイブレークはボール・チェンジに関し、１ゲームに数える。ただし、ボールチェンジがタイブレーク 

の始まる時点にきた場合、それを次のセットの第１ゲーム終了まで延ばす。 

規則３ ボール（Ｐ１０） ｉ） 

 

２５（○） タイブレークでプレーするのを延長セット方式でプレーしてしまい、第２ポイントがインプレーに 

 なった後にこの間違いに気づいた。 そのゲームは延長セット方式で続けられる。 

規則２７ 誤りの訂正（Ｐ２２） ｇ） 

第１ポイントのあとで気づいたときは即座にタイブレークに戻す。 

第２ポイント以降に気づいたときそのまま延長セット方式を続ける。 ２ゲーム差をつけるまで続けるかもしく

は８８オールになったときはタイブレークゲームに戻す。 

 

２６（○） セットブレークとはセットとセットの間の１２０秒の休憩のことである。 

規則２９ 連続的プレー ａ） 

 

２７（○） ダブルスの場合でタイブレーク中、レシーバー側がサイドを誤った場合は、サイドを誤ったままで 

 タイブレークを続ける。 

規則２７ 誤りの訂正（Ｐ２２） ｅ） 

  表１）参照 

 

２８（×） スコアが分からなくなったときは、双方のプレーヤーが合意できるスコアまでさかのぼり、 

 そこから再開する。 

チェアアンパイアがつかない試合方法（Ｐ４７） １０） 

直前にプレーしたポイントを加えること。 
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２９（○） プレーヤーは事実問題に関し、レフェリーにその裁定を求めることは出来ない。 

審判員の役割（Ｐ３１） ケース２ 

チェアアンパイアのついた試合では事実問題の 終決定者はチェアアンパイアである 

ただし、チェアアンパイアのつかない試合ではレフェリーに裁定を求めることができる 

＝＞チェアアンパイアのつかない試合方法（Ｐ４８） 

 

３０（○） ファーストサーブがフォールトしてそのボールをそのままにしておいた。 風が吹いてきてボールが 

 転がってきたので拾ってポケットにいれたが、プレー中に落としてしまった。  

レットがかかり警告をうけた。 

試合でおこるＱ＆Ａ（Ｐ４１） Ｑ１３） 

ポイントが始まったとき、コート上に転がっていたボールは石ころと同じ（規則２６ 妨害 ケース４））だが、拾

ってポケットに入れたら持ち物となる。 

 

３１（×） シングルスの試合でシングルス・スティックの外側のネットに触れたが、相手コート内に着地し 

 エースとなり得点した。 

規則２ パーマネント・フィクスチュア（Ｐ９） ＋ 規則２４ プレーヤーの失点（Ｐ１８） ｄ） 

 

ダブルス用ネットでシングルス・スティックを使ってシングルスを行う場合は、シングルス・スティックの外側の

ネットポストやネットはパーマネント・フィクスチュアとみなされる。 ボールがバウンドする前にパーマネント・

フィクスチュアに当たったときは失点する。(⇒問題３２図) 

 

３２（×） ダブルスの試合でネットポストとネットの網のあいだの隙間を通り抜け、相手コート内に着地し 

 エースとなり得点した。 

規則１ コート（Ｐ８） 

「ネットは充分に引っ張って、２本のネットポストの間を完全

にふさぐように張る」とのルールのため、あってはならない隙

間を通っても無効。 

だたし、シングルスの場合はネットではなく単なるパーマネ

ント・フィクスチュアのため隙間を通って入ったボールは有

効。 
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３３（○） ８ゲームプロセットの試合中にトイレに行きたくなったので、自分のサービスゲームの前に、 

 ロービングアンパイアを呼びトイレットブレークを要請した。 

ＪＴＡ公式トーナメント競技規則（Ｐ７１） ２３． 

８ゲームプロセットの試合や、セットブレーク以外の時は、トイレットブレークは該当選手のサービスの前にの

み認められる 

 

３４（×） シングルスの試合中にドロップボールを処理したはずみにシングルス・スティックの外側のネット 

 に触ってしまったため、相手から失点と言われた。 

規則２ パーマネント・フィクスチュア（Ｐ９） 

シングルス・スティックの外側のネットポストやネットはパーマネント・フィクスチュアのためさわってもよい 

 

３５（○） セルフジャッジの試合中に相手が２バンドして打ったように見えたので、プレーを止めノットアップ 

 ですから私の得点ですと言ったら、相手からノットアップしていないのでプレーを止めたあなたの 

 失点ですといわれた。 

セルフジャッジの方法（Ｐ４６） ２） 

セルフジャッジの試合ではプレーヤーは自分側のコートについて判定とコールをすることがルールであるた

め「ノットアップ」も自分自身で判断する。 

 

３６（×） ゲームスコアが６－５だと思っていたら、６－４，０－１でセットが終了していたことに気づいた。 

セットの終盤とはじめの１ゲームは意味が違うから、次のセット０－０として再開した。 

試合で起こるＱ＆Ａ（Ｐ４４） Ｑ２４） 

セット終了のスコアを有効とし、以後続いたプレーはすべて有効とし０－１で再開する。 

 

３７（×） ファーストサーブのフォールトしたボールがプレー中に邪魔になったので、蹴飛ばしたらネットに 

 当たってしまった。相手から失点と言われた。 

規則２６ 妨害 ケース４） 

ポイントが始まったとき、コート上に転がっていたボールは石ころと同じだから、ネットにあたっても失点には

ならない。 

 

３８（○） クレーコートでのセルフジャッジの試合で相手のコート内に着地したと見えたボールを相手 

がアウトとコールしたため、相手コートまでボールを見に行った。 

チェアアンパイアのつかない試合方法（P４６） ６） 

ＢＭＩ(Ｂａｌｌ Mark Inspection)の手順について（P３２） 

 

３９（○） シングルスの試合でそのゲームが終わったときにサーブの順番が違っていたことに気がついたが、 

 入れ替わったまま続けた。 

規則２７ 誤りの訂正（Ｐ２２） ｃ） 

スタンダードゲームの途中やタイブレークの途中に気づいたときは対応が異なる 

表１)参照 
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４０（×） ファーストサーブをフォールトしてセカンドサーブを打とうとしてボールを数回バウンドさせ停止した 

ときに隣のコートからボールが入ってきたので、ファーストサーブのやり直しを要求した。 

規則１６ サービス（Ｐ１５） 

サービスの開始は静止して立った後にモーションを始めた時のため、停止しているときでは要求できない。 

 

 

表１）誤りの訂正 

  スタンダードゲーム タイブレークゲーム 

サーバーが誤ったサイド

からサーブした 

シングルス・

ダブルス 

発見され次第、スコアに応じた正しいサイドからサーブ。 １ｓｔサーブ

のフォールトは引き継ぐ 

誤ったエンドでプレーし

た 

シングルス・

ダブルス 

発見され次第、スコアに応じた正しいエンドに戻す 

対戦相手とサーバーの

順番が間違っていた 

シングルス・

ダブルス 

ゲーム中に気づいた⇒正しい順

番に戻す 

相手の１ｓｔサーブフォールとは

取り消す 

ゲーム終了後に気づいた⇒入

れ替わったまま続ける 

偶数ポイントが終わったとき気づ

いた⇒正しい順番に戻す 

相手の１ｓｔサーブフォールトは取

り消す 

奇数ポイントが終わったとき気づ

いた⇒入れ替わったまま続ける

＊１） 

パートナー同士のサービ

スの順番が間違っていた 

ダブルス 対戦相手とサーバーの順番が間

違っていたケースとおなじだが、

１ｓｔサーブフォールとは取り消さ

ない 

対戦相手とサーバーの順番が間

違っていたケースとおなじだが、

１ｓｔサーブフォールトは取り消さ

ない 

パートナー同士のレシー

ブの隊形（サイド）が入替

わっていた 

ダブルス そのゲームだけは入替わったままでプレーを続け、そのチームが次

にレシーブするゲームのときに本来のサイドに戻す 

 
＊１） 
タイブレーク １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９  

Ａ   Ａ Ａ   Ａ Ａ  
正しい順番 

 Ｂ Ｂ   Ｂ Ｂ    

Ａ    Ａ   Ａ Ａ偶数ポイント終了

後に気づいた   Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ Ｂ   
間違いをすぐに戻せば不公平な状態を

最小にすることができる 

Ａ     Ａ Ａ   奇数ポイント終了

後に気づいた  Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ   Ｂ Ｂ

正しい順番に戻すとＢが更に連続する

ことになってしまう 

 


